
- 2018みつ健康マラソン大会 -

G. 3km ファミリー

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/12/9

スタート： 10:10:00

会場: 御津スポーツパーク

主催: みつ健康マラソン実行委員会

13分53秒1 池田　政義/池田大輝902 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

15分12秒2 清水　　誠/清水　琳太郎878 ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ

15分33秒3 今村　嘉治/今村　幸太809 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 津山福岡道場

15分40秒4 岡本　沙耶香/岡本 陸翔890 ｵｶﾓﾄ ｻﾔｶ

15分56秒5 木本　聡/木本　惟続883 ｷﾓﾄ ｻﾄｼ

16分47秒6 廣井　良伸/廣井　一希903 ﾋﾛｲ ﾖｼﾉﾌﾞ

16分52秒7 佐々木　克也/佐々木　蒼介825 ｻｻｷ ｶﾂﾔ 岡山市立津島小学校

16分57秒8 横田　一雄/横田　留那911 ﾖｺﾀ ｶｽﾞｵ 岡山市立　御南小学校

16分57秒9 信岡　香美/信岡　理久869 ﾉﾌﾞｵｶ ﾖｼﾐ 内山下幼稚園

17分15秒10 白神　明美/白神　大智819 ｼﾗｶﾞ ｱｹﾐ

17分18秒11 太田　光治/太田　友貴815 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ 大元小学校

17分55秒12 船守　富美子/船守　真帆866 ﾌﾅﾓﾘ ﾌﾐｺ 御津小学校

17分58秒13 角田　慶子/角田　桜子839 ｽﾐﾀﾞ ｹｲｺ

18分00秒14 藤永　賢二/藤永　海830 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ 茶屋町小学校３年

18分04秒15 難波　弘樹/難波　大和873 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛｷ Team Blue Dog Family

18分05秒16 刀祢　美那子/刀祢　俊介818 ﾄﾈ

18分24秒17 谷原　啓太/谷原　有841 ﾀﾆﾊﾗ ｹｲﾀ

18分30秒18 頭山　健一/頭山　隼人805

18分34秒19 中西　和代/中西　浩太835 ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾖ 大元小学校

18分53秒20 山本　由美子/山本　龍之介829 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ

18分54秒21 青木　正樹/青木　瑛大817 ｱｵｷ ﾏｻｷ

18分55秒22 赤木　正悟/赤木　未来845 ｱｶｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 岡山御津ソフトボールスポー

19分11秒23 小橋　有裕/小橋　咲心847 ｺﾊﾞｼ ｱﾘﾋﾛ 御津南小学校

19分14秒24 荒田　冴樹/荒田　大樹823 ｱﾗﾀ ｻｴｷ

19分15秒25 廣安　弘枝/廣安　廉二朗842 ﾋﾛﾔｽ ﾋﾛｴ 御津金川認定こども園

19分19秒26 十時　崇/十時　可帆837 ﾄﾄｷ ﾀｶｼ 大元小学校

19分24秒27 菊池　栄理子/菊池埜絵実894 ｷｸﾁ ｴﾘｺ

19分33秒28 近藤　和俊/近藤　悠人808 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾄｼ

19分43秒29 東　伸治/東　隼895 ｱｽﾞﾏ ｼﾝｼﾞ まいちゃんず

19分56秒30 門田　州生/門田　凰希863 ﾓﾝﾃﾞﾝ ｸﾆｵ 中国運輸局/御津小学校

20分03秒31 村上　敏夫/八島　修886 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼｵ ミノアカＪＣ

20分05秒32 中谷　公紀/中谷　青空872 ﾅｶﾀﾆ ｺｳｷ

20分06秒33 山本　武司/山本　颯理870 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 粒江小学校

20分08秒34 中村　道範/中村　成寿875 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾉﾘ 岡山聖園幼稚園

20分15秒35 越智　俊介/越智　涼介801 ｵﾁ ｼｭﾝｽｹ 岡山西高校

20分17秒36 中山　富有子/中山 歩香882 ﾅｶﾔﾏ ﾌﾕｺ

20分17秒37 下野　貴之/下野幸逢912 ｼﾓﾉ ﾀｶﾕｷ 建部小学校

20分24秒38 大熊　宏一/大熊　真依897 ｵｵｸﾞﾏ ｺｳｲﾁ

20分30秒39 久枝　栄二/久枝　麻菜美893 ﾋｻｴﾀﾞ ｴｲｼﾞ

20分32秒40 森上　千恵/森上　晴妃855 ﾓﾘｶﾐ イコラＢＣ

20分32秒41 菱川　哲史/菱川　直紀810 ﾋｼｶﾜ　ﾃﾂｼ 御津金川認定こども園

20分36秒42 服部　靖之/服部　壮良824 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾕｷ 五域小学校

20分45秒43 友森　孝一/友森 悠人885 ﾄﾓﾓﾘ ｺｳｲﾁ 山陽北小学校

20分49秒44 高木　由香/高木　優依858 ﾀｶｷ ﾕｶ 御津金川認定こども園

20分54秒45 清水　あゆ子/清水　陽菜子879 ｼﾐｽﾞ ｱﾕｺ

20分57秒46 青木　麻衣子/青木　かの821 ｱｵｷ ﾏｲｺ 岡山市立平福小学校

21分03秒47 津川　典子/津川　理玖859 ﾂｶﾞﾜ ﾉﾘｺ

21分12秒48 松永　成司/松永　昇905 ﾏﾂﾅｶﾞ ｾｲｼﾞ

21分14秒49 白髭　基/白髭　祐衣813 ｼﾗﾋｹﾞ ﾊｼﾞﾒ

21分28秒50 久保　進/金森　晴飛831 ｸﾎﾞ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2018みつ健康マラソン大会 -

G. 3km ファミリー

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/12/9

スタート： 10:10:00

会場: 御津スポーツパーク

主催: みつ健康マラソン実行委員会

21分33秒51 金森　愛/金森　ひまり832

21分36秒52 石中　知子/石中陽向904 ｲｼﾅｶ ﾄﾓｺ 御津南小学校

21分58秒53 井上　藍/井上　映888 ｲﾉｳｴ ﾗﾝ

22分01秒54 山﨑　智之/山﨑　あさひ853 ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾕｷ チームＯＫＰ(山陽小学校)

22分06秒55 小西　一典/小西　永真846 ｺﾆｼ 御津金川認定こども園

22分06秒56 三浦　義明/三浦　果乃877 ﾐｳﾗ ﾖｼｱｷ

22分21秒57 十時　実佳/十時　侑大836 ﾄﾄｷ ﾐｶ

22分23秒58 船守　佐代子/船守　琉太891 ﾌﾅﾓﾘ ｻﾖｺ

22分32秒59 山地　康弘/山地　康太850 ﾔﾏｼﾞ ﾔｽﾋﾛ 旭水荘

22分35秒60 丸山　奈那子/丸山　司834 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅｺ

22分44秒61 戸田　良範/戸田　哲太朗871 ﾄﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

22分50秒62 豊田　良子/豊田　太郎802 ﾄﾖﾀ

22分51秒63 宇野　健太郎/宇野　さくら838 ｳﾉ ｹﾝﾀﾛｳ

22分54秒64 楠本　優二/栄徳スミレ896 ｸｽﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

22分58秒65 丹治　隆/丹治　陽848 ﾀﾝｼﾞ 御津金川認定こども園

23分00秒66 重松　典子/河合　晄弥814 ｼｹﾞﾏﾂ ﾉﾘｺ

23分02秒67 田中　悠/田中　咲人826 ﾀﾅｶ ﾕｳ

23分04秒68 横田　昌司/横田 蒼唯884 ﾖｺﾀ ﾏｻｼ

23分11秒69 杉山　実/杉山    依乃莉880 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾉﾙ

23分18秒70 平井　理恵/平井　莉那860 ﾋﾗｲ ﾘｴ 御津小学校

23分21秒71 門田　美恵/門田　龍苑864 ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾐｴ 今井医院　御津金川認定こ・

23分55秒72 清水　洋幸/清水　颯介803 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ

24分03秒73 合田　健志/合田　光晴910 ｺﾞｳﾀﾞ ﾀｹｼ

24分09秒74 高田　佳恵/高田　夢歩906 ﾀｶﾀ ｶｴ 庄内小学校

24分15秒75 行森　誠/行森　康太812 ﾕｷﾓﾘ ﾏｺﾄ 御津小学校

24分22秒76 中根　奈美江/中根　徹太852 ﾅｶﾈ ﾅﾐｴ

24分23秒77 矢内　州子/矢内　奏之介807 ﾔﾅｲ （有）鏡野自動車工業

24分23秒78 中山　孔美/中山 和凛898 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾐ

24分53秒79 中島　恵実/中島 千晴899 ﾅｶｼﾏ ﾒｸﾞﾐ

24分53秒80 岡崎　愛/岡崎  日輪908 ｵｶｻﾞｷ ｱｲ 大元小学校

25分01秒81 井上　康志/井上　由優子804 ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ

25分08秒82 小野　文恵/小野　純実822 ｵﾉ ﾌﾐｴ 芳明バスケットボール

25分44秒83 秋山　昭江/小阪　れいな828 ｱｷﾔﾏ ｱｷｴ

25分49秒84 村木　徹子/村木　嘉希子881 ﾑﾗｷ ﾃﾂｺ

26分01秒85 塩谷　一郎/塩谷　麻優子811

26分11秒86 中山　孔美/中山 和奏900 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾐ

26分29秒87 景山　幸美/景山　純之介844 ｶｹﾞﾔﾏ 横井保育園

26分46秒88 矢吹　明子/矢吹　隼一868 ﾔﾌﾞｷ ｱｷｺ

26分57秒89 井上　泰/井上　紗887 ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ

27分02秒90 河田　正路/河田　英大862 ｶﾜﾀ ﾏｻﾐﾁ ナカ重量（株）

27分20秒91 船守　喜将/船守　詠太889 ﾌﾅﾓﾘ ﾖｼﾏｻ

27分36秒92 石坂　純也/石坂　悠翔857 ｲｼｻﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ

28分22秒93 仁熊　波留奈/仁熊　柚寿姫856 ﾆｸﾞﾏ ﾊﾙﾅ 津島小学校

28分27秒94 太田　由姫奈/太田咲玖909 ｵｵﾀ ﾕｷﾅ TEAM  Blue Dog

28分29秒95 竹山　多真美/竹山　快833 ﾀｹﾔﾏ ﾀﾏﾐ 御津金川子ども園

29分11秒96 山地　千春/山地　遥太851 ﾔﾏｼﾞ ﾁﾊﾙ

29分22秒97 安井　紀子/安井　結南806 ﾔｽｲ

29分28秒98 藤原　伸子/藤原　和磨876 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞｺ Team Blue Dog

30分36秒99 河田　かおり/河田　彩希861 ｶﾜﾀ ｶｵﾘ 吉備中央町立　下竹荘小学

30分39秒100 浅野　春花/浅野　颯真843 ｱｻﾉ ﾊﾙｶ
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31分05秒101 船守　雄喜/船守　喜世臣867 ﾌﾅﾓﾘ ﾕｳｷ 御津金川認定こども園

33分11秒102 青木　綾子/青木　梨紗816 ｱｵｷ ｱﾔｺ

33分17秒103 石川　寛子/石川　蒼849 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｺ

34分33秒104 杉本　奈奈江/杉本 泰知907 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾅｴ
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